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                     校長室から  保護者版 文責 校長 堀富雄 
 

野球部、近畿秋季少年軟式野球大会 準優勝！ 
 

1１月２日（水）に文化祭を行いました。新型コロナの影響を受けて無観客で
の開催となりましたが、美術部渾身の作品が並ぶ展示物、造形教育展に出展さ
れた優れた作品、理科の発明工夫展の作品、家庭科の生徒作品、修学旅行の記録
や全校生による SDGsの展示など、素晴らしい内容でした。午前中のハンドベル
演奏は今年度も癒しの音色を奏で、心に潤いを与えてくれました。午後の舞台発
表の部では、３年生を中心に感動的な心に残るパフォーマンスがありました。 
西播磨スピーチコンテストと文化祭で前田祐実さんが行った英語のスピーチ

を紹介します。沖縄への修学旅行がいかに素敵なものであったかがわかります。 
 
トライやるウイークも３年ぶりの実施でしたが、２年生の皆さんは２年間の

先輩方の思いを繋ぎ、素晴らしい姿勢で参加できました。どの事業所でも生き生
きと活動する様子が見られました。そして、たくさんお褒めの言葉をいただきま
した。貴重な経験になったことと思います。保護者の皆様、ご協力ありがとうご
ざいました。 
 
陸上部男子が１９日（土）第 71 回兵庫県中学校男子駅伝競走大会に出場。  

1 区丸山遥大さん、2 区梅村一弥さん、3 区河﨑優太さん、4 区江見槙人さん、
５区山本翔太さん、６区八木一樹さんと部員たちは、心を一つにして伝統の襷を
繋ぎ、奥神鍋に新宮中学校の確かな足跡を残しました。江見槙人さんは 15人抜
きを達成。区間４位の見事な力走でした。 
 
野球部は２７日（日）第 15 回近畿少年軟式野球大会に出場。 

準決勝 東淀川ブラックジャガーズ（大阪）と対戦、激戦を制し１２対５で勝利。 
決勝  甲陵中学校（兵庫）と対戦、県大会決勝の再戦。接戦となりましたが、
３対５で惜しくも敗れました。監督の下、鍛えた１４人でみごとに近畿地方に新
宮中学校の名前を轟かせ、準優勝という成績を残し、胸を張って帰りました。 
 

準決勝 新宮中４０３０５ １２  決勝 新宮中００３０００  ３ 
東淀川００２３０  ５     甲陵中１０００４×  ５ 
 

【１１月の入賞 】 
 

☆ 美術科  第７４回兵庫県幼・小・中造形教育展 
特 選   中嶋 丈 
入 選   赤井美玲 坂元絢美 北野緋織  

      柳田琉衣 奥田 栞 藤木 杏 柳原和佳  
      阿部颯士 福嶋柚愛 南山未来 前川夢乃  

   令和４年度たつの市児童生徒美術展  絵画の部 
 入  選     合田佳那 井上知奏 松井咲永 長谷川碧 横田彩夏 

木村妃菜子  茂 龍聖 加古原陽和  榎 乃愛 
令和４年度明るい選挙啓発ポスターたつの市コンクール  
入 選    前川夢乃 

令和４年度赤十字ポスターコンクール   特 選  木村妃菜子 
令和４年度緑化作品コンクール  緑化標語  佳 作  久田蓮華 
 

☆ 国語科  令和４年度たつの市児童生徒美術展 書写の部 
          入  選    家氏慶多  安田彩花里 中井彩乃  前川夢乃 
      原田詩音  高本佳奈   竹野胡春  辻󠄀本芽衣 

井上知奏  木村恋彩   杉本奈夕  高本瑛太 
 

☆ 理  科  西播磨中学校理科教育研究会 科学作品部門  優秀賞  奥田 栞 
たつの市児童生徒発明工夫展  
こどもサイエンス賞  佐藤銀河  入 賞  竹野胡春 

環境教育 第４１回 全国豊かな海づくり大会 作文コンクール 
中学校の部   入 選 江見槙人 
 

☆ ソフトボール部 第 21 回揖龍中学校女子ソフトボール大会 準優勝 
 

☆ 女子ソフトテニス部  
 第 10回揖龍中学校ソフトテニスチャレンジカップ 
Ｕ－13の部  準優勝   森本愛梨 森川美琉 

第３位  八木 澪 大西千優 
Ｕ－14の部  優  勝    松本愛莉 松下琴音 



 

 

Our Precious Trip 

Traveling to Okinawa 

Maeda Yumi 

Shingu Junior High School 

3rd Grade 

 

Our school trip to Okinawa was in May. Although we were very worried about corona 

virus, thanks to the help of many people, we could go. It was a great experience for me. 

There are three reasons why traveling to Okinawa was really great. 

 

First, I learned the power to plan and the importance of cooperation. I joined the 

school trip committee to plan and prepare for the school trip. I was nervous at first, but 

as we moved on with the plan, I got more and more excited. We also wanted to do 

something for Okinawa, so we decided to make a thousand paper cranes. The experience 

enabled us to think more deeply about peace. When the paper cranes were completed, I 

could feel that everyone’s feelings for peace became one. 

 

Second, this was the first time we left town for a school event since corona began. 

Thankfully, we could go to Okinawa this year. At the hotel in Okinawa, I had great time. 

We chatted at night, ate pineapple, and snorkeled there. As we snorkeled, we could see 

a lot of sea life. The sea was fantastic. I will never forget the scenery I saw at that time. 

I was very happy to have this precious experience in my school life.  

 

Third, during this time, I was able to think of peace. We went to the Okinawa Peace 

Memorial Museum. There were photographs of the war. I realized once again the horror 

of the war. After that, we went to a bomb shelter called Gama. When I went into the 

shelter, it was so dark inside that I couldn’t see anything. I can’t believe people lived in 

such a scary place and some even died there. I hope no one else has to live in fear of war 

ever again. 

 

Because of these experiences, our school trip to Okinawa was very precious. I want 

to remember to thank the people who were involved in school trip. I learned a lot and 

thought a lot throughout the trip. I will cherish these feelings that I have now and keep 

them with me for my future. 

Thank you for listening. 

 

 

 



貴重な旅～沖縄修学旅行～ 

                         たつの市立新宮中学校 

                              ３年 前田祐実 

 

 ５月、私たちは修学旅行で沖縄に行きました。新型コロナウィルスの影響もあり、行けるかど

うか、とても心配しましたが、たくさんの方々のおかげで行くことができました。 

 この修学旅行は、私にとって素晴らしい経験になりました。その理由は３つあります。 

 

 まず１つ目。それは、計画する力と協力することの大切さを学べたことです。 

  私は修学旅行実行委員になり、修学旅行に向けての計画や準備に携わりました。初めは不

安でしたが、計画を進めていくうちに、楽しみの方が増していきました。 

 実行委員会のメンバーは、沖縄のために何かできないかと考え、千羽鶴を作ることを企画し

ました。この経験は、私たちが平和についてより深く考えるきっかけになりました。千羽鶴が完

成したときには、みんなの平和を願う気持ちが一つになったようで、うれしさが込み上げてき

ました。 

 

 ２つ目は、「コロナ」が始まって以来、たつの市外での校外学習ができなかった私たちにとっ

ての、初めてのたつの市を離れての校外学習だったこと。今年、ついに私たちは沖縄に行くこ

とができました。感謝の気持ちでいっぱいです。 

 友だちとたくさん話をしました。パイナップルを食べました。そして、シュノーケリングもしまし

た。シュノーケリングでは、たくさんの魚を見ることができました。沖縄の海はとても美しく、一

生忘れることのできない思い出になりました。 

 学校生活で、このような貴重な経験ができたことは、とてもうれしいことでした。 

 

 ３つ目の理由は、沖縄への旅を通して、平和について考えることができたことです。 

 私たちは、沖縄平和資料館に行きました。そこには、戦争に関する写真などが展示されてい

ました。改めて、戦争の恐ろしさに気づかされました。 

 資料館の後には、爆弾、戦災からの避難場所－「がま」に行きました。「がま」の中は真っ暗

で、何も見えませんでした。そんな恐ろしい闇の中で生活していた人がいること、また、そこで

亡くなった人がいることを知り、信じられない思いでいっぱいです。もう、誰ひとりとして戦争

によって怖い思いをしないことを私は願っています。 

 

 このような経験を与えてくれた沖縄への修学旅行は、私にとってとても貴重なものになりま

した。この修学旅行を実現するために関わってくださった方々への感謝の気持ちを忘れない

ようにしたいです。 

 

 修学旅行を通して私は、たくさんのことを学び、たくさんのことを考えました。今、抱いている

この思いを大切にし、これからの生活につなげていきたいです。 


